
１　地域水産業再生委員会

　
，

※再生委員会規約及び推進体制の分かる資料を添付すること。

※策定時点で対象となる漁業者数も記載すること。

２　地域の現状
（１）関連する水産業を取り巻く現状等

浜の活力再生プラン

組織名 安芸地区地域水産業再生委員会
代表者名 藤田　春雄

再生委員会の
構成員

安芸漁業協同組合
安芸市商工観光水産課
高知県水産振興部中央漁業指導所

　当地域は、高知県の東部に位置する人口1万8千人の都市で、土佐湾に面し大きく開けている。市域
の大半は山地・丘陵地であるが、市の中央部を安芸川・伊尾木川と二つの河川が土佐湾に流れ、その
流域に安芸平野が開けている。
　二つの大きな河川が流れ込む安芸沖はイワシシラス（イワシ類の稚魚の総称。以下、「シラス」と
いう。）の好漁場となっており、古来よりシラスを漁獲対象とした機船船びき網漁業と、それをちり
めんじゃこ等に加工するシラス加工業で発展してきた地域で、水揚高の約８割を占める基幹産業と
なっている。また、アジやタイ等を漁獲する地びき網漁業、サバ、マグロ類等を漁獲する一本釣り漁
業、ヘダイ、タコ等を漁獲する建網漁業等が営まれている。
　これまでは恵まれた自然条件や海域の特性を生かして発展してきたが、漁業環境の変化などによ
り、魚群来遊による漁場形成の不安定さが顕著であることや、燃油を始めとする生産経費の増大等に
より漁業経営を巡る環境は一層厳しくなっている。

　同じ操業区域で機船船びき網漁業を営む漁業者は、所属漁協や行政区域の枠組みを超えて安芸西部
機船船びき網連合会を組織し、操業時間の調整や雨天時の不出漁の決定、省燃油活動等の取り組みを
協力して行っている。
　安芸商工会議所、安芸青年会議所、安芸猛虎会等で組織される阪神タイガース歓迎実行委員会は、
プロ野球の阪神タイガースが毎年秋季キャンプを安芸市で行っている関係から、阪神甲子園球場での
公式戦におけるMVP賞として安芸産ちりめんじゃこを提供することで安芸産ちりめんじゃこのPRを
行っている。

オブザーバー 高知県漁業協同組合穴内支所

対象となる地域の範囲
及び漁業の種類

地域：安芸市
対象漁業種類：機船船びき網漁業（16経営体）
　　　　　　　一本釣漁業（50経営体）
　　　　　　　地びき網漁業（8経営体）
　　　　　　　建網漁業（17経営体）  ※延べ91名（兼業含む）

　シラス産業は、シラスが鮮度落ちが早いという特性から、漁獲当日に加工する必要があるため、漁
獲量や単価が加工業者のキャパシティに影響を受けやすく、需給バランスと単価を維持することが難
しい。また、シラスはその製造工程や商品特性から、付加価値を付けることが難しい一方で末端価格
はおおよそ一定であるために、原魚単価の維持は重要な問題である。
　また、加工業者の在庫過多は製造量、ひいては原魚の生産量の減少に直結するため、地域産品とし
ても注目されているシラスの、消費の拡大による需要の増加はシラス産業の振興に向けた重要なファ
クターとなっている。
　こうした課題に対応するため、漁業者や漁協は、地域の関係者と連携して消費の拡大を推進すると
ともに、需給バランスと単価を維持するための効率的な操業に取り組んでいる。

　漁業者の高齢化と後継者不足が深刻となっているため、その課題解決に向けて安芸漁業協同組合で
は、新規漁業研修生の受入体制の整備を進めている。
　大雨による流木・葦類の流出及び波浪による消波ブロックの転石については、漁業者が行政と連携
し安全で効率的な操業のため、沿岸の清掃活動を行っている。

（２）その他の関連する現状等

別記様式第１号 別添 
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３　活性化の取組方針

（２）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置

※プランの取組に関連する漁業調整規則や漁業調整委員会指示等について記載する。

（１）基本方針

②漁業経営体の育成
　高齢化及び後継者不足等による漁業者の減少に歯止めをかけ、水産業を活性化させることを目的と
して、新たに漁業を営みたい方を支援するため、漁業研修の受け入れ等を積極的に行い、担い手の育
成を推進する。

③漁業コストの削減
　漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行及び出漁時間を早めるなどの減速航行を行うこ
とにより燃油消費量を削減する。
　また、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、資源管理・漁業経営安定対策などを活用し、漁
業経営の安定化を図る。

操業にあたっては、高知県漁業調整規則及び海区漁業調整委員会指示等の法令を遵守している。

①漁業収入の向上
【機船船びき網漁業】
　地域産品としての需要の掘り起こしと消費の拡大を図るため、地域関係者と連携した取り組みに参
画するとともに、確実な生産に努める。
　シラスの地域食材としての消費拡大や関連産業の活性化を図るため、漁協は、「安芸釜あげちりめ
ん丼楽会」の構成員として同会が推進する魚食普及活動や各イベントへの参加、安芸釜あげちりめん
丼の普及などに積極的に参画する。

　※安芸釜あげちりめん丼楽会：平成22年11月に安芸商工会議所や漁協、農協、観光協会などが構成員となり
安芸釜あげちりめん丼楽会を組織し、ちりめんじゃこやユズなどの地域食材を活用した「釜あげちりめん丼」
で安芸市を元気にする活動を行っている。

　生産においては、消費拡大の取り組みにより増加する需要量に対応し、漁業生産と加工業者のキャ
パシティの差による需給バランスを調整するため、機船船びき網漁業者で構成する安芸西部機船船び
き網連合会が加工業者と連絡を取り、操業時間を短くするといった調整を行うことで、適正な漁業生
産量と単価を維持できる効果的な操業に取り組んでいる。その日ごとに臨機応変に対応することで単
価を維持しやすいため、現在の取り組みを維持していく。
　また、漁業者は行政と連携し、大雨による河川からの流出物及び波浪による消波ブロックの転石除
去に取り組み、安全で効率的な操業が可能な漁場の確保を行う。

【一本釣り漁業】
　漁業者は、中層式ビニール海藻魚礁６基程度を毎年設置し、低・中層に生息するシイラ、カツオ、
小型のクロマグロ及びキハダマグロ等の回遊性魚類の保護生息場としての蝟集基盤の確立を図る。

　※中層式ビニール海藻魚礁：水深130m～150m線にスチロールフロートを浮かべロープに樹木（ヤマモモ、雑
木等）、人工海藻、丸型フロート、古網を設置する、簡易的かつ経済的にも安い人工海藻魚礁のこと。２

【地びき網漁業】
　漁協は、主な漁獲物であるタイの活魚出荷量を増加させるため、活魚槽の増設の検討を行うととも
に、産地買受人の地元外からの誘致を促進し、漁業収入の向上を図る。
　漁業者と漁協は、旅行業者と連携して観光地びき網などの交流活動を行い、漁業外収入の向上を図
る。

【建網漁業】
　漁協などで構成する安芸水産業改良普及協議会は、単価の高いヒラメの漁獲量の増大を目指して、
ヒラメの種苗放流を行うことによって、漁業収入の向上を図る。
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1年目（平成２７年度）

○

○

○

○

○

○

○

○

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

　以下の取り組み内容は、取り組みの進捗状況や得られた知見を踏まえ、必要に応じて見直すことと
する。

漁業者及び漁協は、旅行業者と連携し、観光地びき網などの交流活動を行うこと
により、地元外から人を呼び込み、地域資源であるアジ、タイなどの鮮度の高い
地元の魚を食べてもらうことで、漁業外収入が得られる仕組みを検討する。ま
た、参加した観光客に対してアンケート等を実施する。

【建網漁業の振興】

漁協などで構成する安芸水産業改良普及協議会は、建網漁業者の所得向上を図る
ため、ヒラメの種苗放流に取組む。また、漁業者とともに放流種苗の混獲調査を
行い、調査結果に基づいて今後の取り組みの方向性について協議する。

【一本釣り漁業の振興】
漁業者は、低・中層に生息するシイラ、カツオ、小型のマグロ類などの回遊性魚
類の保護育成場としての蝟集基盤の確立を図るため、中層式ビニール海藻魚礁を
設置し、操業の円滑かつ効率化を図る。

【地びき網漁業の振興】
漁協は、主な漁獲物であるタイの活魚出荷量を増加させ、漁業収入を向上させる
ため、活魚槽の増設を検討する。

漁業者は行政と連携し、安全で効率的な操業が可能な漁場の確保を行う。
①大雨や台風により、河川から流木や葦類が沿岸漁場に流入堆積し、漁業操業及
び水産資源の繁殖の障害となるため、掃海作業に取り組む。
②台風などの波浪により消波ブロックが破損し転石するため、その除去に取り組
む。

漁業者及び漁協は地域住民の協力を得ながら、年に２回程度の海岸清掃を行い、
漁場環境の維持を図る。

漁業収入向上の
ための取組

【機船船びき網漁業とシラス産業の振興】

生産においては、消費拡大の取り組みにより増加する需要量に対応し、漁業生産
と加工業者のキャパシティの差による需給バランスを調整するため、機船船びき
網漁業者で構成する安芸西部機船船びき網連合会が加工業者と連絡を取り操業時
間を短くするといった調整を行い、適正な漁業生産量と単価を維持できる効果的
な操業に取り組む。

地域産品としてのシラス消費拡大と需要増を図るため、漁協は地域関係者と連携
した取り組みを推進するとともに、生産量の安定・増加を図る。

①漁協は安芸釜あげちりめん丼楽会の構成員として、丼楽会の活動に積極的に参
画する。
・丼楽会は、ご当地グルメを使った町おこしイベント「全国じゃこサミット」の
開催、「釜あげちりめん丼」のイベント販売・市内での提供店の拡大を行いなが
ら、１次産業の漁業者・２次産業の加工業者・３次産業の飲食店・ちりめん丼楽
会の関連性を強化し、各事業者が地域の食の魅力や観光素材を全国にアピールす
ることで関連産業の活性化に取り組む。
・また、「じゃこゼミナール」と題して安芸市内の小学校への出前授業も開催し
ている。
・漁協及び漁業者は、これらの活動の中で、原料となるシラスの確保、出前授業
での講演、大漁旗の掲揚によるイベントの盛り上げ等を行う。

　※全国じゃこサミット…ご当地じゃこサミット実行委員会（以下、「実行委員会」と
いう。）が主催する日本各地のご当地ちりめんじゃこの魅力を多くの人に知ってもらい、
同時に安芸市の活性化を図るイベント。丼楽会が実行委員会メンバーに入っている。

②漁協女性部有志グループは、シラスを原材料とした佃煮の製造・販売及び安芸
市内等で開催されるイベントへの出展を行い、地産地消を図る。
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○

○

○

○

○

○

【地域水産業の振興】

漁業コスト削減
のための取組

【燃油消費量の削減】
漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行を行うことなどにより燃費向
上による燃油消費量の削減に努める。

漁業者は、老朽化している船体及びエンジンの計画的な更新を図るため、漁協及
び行政関係者と協議を行い、更新に関する計画策定と活用できる支援策を検討す
る。

【燃油費高騰時のリスク低減】
漁協は、漁業者の漁業経営セーフティネット構築事業への加入促進に努め、燃油
費高騰時のリスク低減を図る。

これらの取組により、基準値より１％の漁業コスト削減を目指す。

漁業者及び漁協は、安芸市内で開催されるイベントに出展し、地域水産物の地産
地消を図る。

【漁業経営体の育成】
漁協は、新規漁業就業希望者を漁業研修生として積極的に受け入れ、担い手の育
成を推進し、将来的な水揚量の増大を図る。

漁業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者とし
て定着できるよう支援する。

漁業収入向上の
ための取組

これらの取組により、基準値より１％の収入向上を目指す。

活用する支援措
置等

・漁業経営セーフティーネット構築事業
・省燃油活動推進事業
・省エネ機器等導入推進事業
・水産多面的機能発揮対策事業
・海面環境保全推進事業
・種子島周辺漁業対策事業
・リマ区域周辺漁業用施設設置事業
・沿岸漁業者経営構造改善促進事業
・新規漁業就業者支援事業
・漁業生産基盤維持向上事業
・ヒラメ放流事業
・中層式ビニール海藻魚礁事業
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２年目（平成２８年度）

○

○

〇

○

○

○

○

○

・丼楽会の活動について、関係者で翌年度以降の方針や計画を検討する。

②漁協女性部有志グループは、シラスを原材料とした佃煮の製造・販売及び市内
で開催されるイベントへの出展を行い、シラスの地産地消を図る。

③漁業者は、安芸青年会議所等が開催するシラス漁や加工場見学などのイベント
において、参加者を見学船へ乗船させ、シラス漁を見学してもらうといった取り
組みを実施し、安芸のシラスの認知度向上を図り地域の活性化に繋げる。

生産においては、消費拡大の取り組みにより増加する需要量に対応し、漁業生産
と加工業者のキャパシティの差による需給バランスを調整するため、機船船びき
網漁業者で構成する安芸西部機船船びき網連合会が加工業者と連絡を取り操業時
間を短くするといった調整を行い、適正な漁業生産量と単価を維持できる効果的
な操業に取り組む。

漁業収入向上の
ための取組

【機船船びき網漁業とシラス産業の振興】

漁業者は行政と連携し、安全で効率的な操業が可能な漁場の確保を行う。
①大雨や台風により、河川から流木や葦類が沿岸漁場に流入堆積し、漁業操業及
び水産資源の繁殖の障害となるため、掃海作業に取り組む。
②台風などの波浪により消波ブロックが破損し転石するため、その除去に取り組
む。

漁業者及び漁協は地域住民の協力を得ながら、年に２回程度の海岸清掃を行い漁
場環境の維持を図る。

漁協は、主な漁獲物であるタイの活魚出荷量を増加させ、漁業収入を向上させる
ため、活魚槽の増設を前年度に引き続き検討する。

漁協及び漁業者は、旅行業者と連携し、観光地びき網などの交流活動を行うこと
で、地元外から観光客を呼び込み、地域資源であるアジやタイなど鮮度の高い地
元の魚を食べてもらうことで、体験料等の漁業外収入が得られる仕組みを試験的
に実施する。また、昨年度実施したアンケート結果を取組に反映させるととも
に、今年度も参加した観光客に対してアンケート等を実施する。

【一本釣り漁業の振興】
漁業者は、低・中層に生息する回遊性魚類の保護育成場としての蝟集基盤の確立
を図るため、昨年度設置した魚礁の効果を検証するとともに、新たに中層式ビ
ニール海藻魚礁を設置し、操業の円滑かつ効率化を図る。

漁協は、産地買受人の誘致を推進し、販路拡大を図る。

【地びき網漁業の振興】

地域産品としてのシラス消費拡大と需要増を図るため、漁協は地域関係者と連携
した取り組みを推進するとともに、生産量の安定・増加を図る。

①漁協は安芸釜あげちりめん丼楽会の構成員として、丼楽会の活動に積極的に参
画する。
・丼楽会は、ご当地グルメを使った町おこしイベント「全国じゃこサミット」の
開催、「釜あげちりめん丼」のイベント販売・市内での提供店の拡大を行いなが
ら、１次産業の漁業者・２次産業の加工業者・３次産業の飲食店・ちりめん丼楽
会の関連性を強化し、各事業者が地域の食の魅力や観光素材を全国にアピールす
ることで関連産業の活性化に取り組む。
・また、「じゃこゼミナール」と題して安芸市内の小学校への出前授業も開催し
ている。
・漁協及び漁業者は、これらの活動の中で、原料となるシラスの確保、出前授業
での講演、大漁旗の掲揚によるイベントの盛り上げ等を行う。

・丼楽会は、高知市内で開催される魚食イベントに参加し、安芸のシラスの認知
度向上を図る。
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○

○

○

○

○

○

○

漁業収入向上の
ための取組

【建網漁業の振興】
安芸水産業改良普及協議会は、前年度の調査結果と協議の内容に基づき、より効
果的なヒラメの種苗放流に取り組む。また、放流効果のデータを蓄積するため、
前年に引き続き漁業者とともに放流種苗の混獲調査を行う。

漁業コスト削減
のための取組

【燃油消費量の削減】
漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行を行うことなどにより燃費向
上による燃油消費量の削減に努める。

漁業者は、老朽化している船体及びエンジンの計画的な更新を図るため、漁協及
び行政関係者と協議を行い、更新に関する計画策定と活用できる支援策を引き続
き検討する。

【燃油費高騰時のリスク低減】
漁協は、漁業者の漁業経営セーフティネット構築事業への加入促進に努め、燃油
費高騰時のリスク低減を図る。

これらの取組により、基準値より１％の漁業コスト削減を目指す。

【地域水産業の振興】
漁業者及び漁協は、市内で開催されるイベントに出展し、地域水産物の地産地消
を図る。

【漁業経営体の育成】
漁協は、新規漁業就業希望者を漁業研修生として積極的に受け入れ、担い手の育
成を推進し、将来的な水揚量の増大を図る。

漁業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者とし
て定着できるよう支援する。

これらの取組により、基準値より１％の収入向上を目指す。

活用する支援措
置等

・漁業経営セーフティーネット構築事業
・水産多面的機能発揮対策事業
・海面環境保全推進事業
・種子島周辺漁業対策事業
・リマ区域周辺漁業用施設設置事業
・沿岸漁業者経営構造改善促進事業
・新規漁業就業者支援事業
・漁業生産基盤維持向上事業
・ヒラメ放流事業
・中層式ビニール海藻魚礁事業
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３年目（平成２９年度）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

漁業収入向上の
ための取組

【機船船びき網漁業とシラス産業の振興】

漁業者は行政と連携し、安全で効率的な操業が可能な漁場の確保を行う。
①大雨や台風により、河川から流木や葦類が沿岸漁場に流入堆積し、漁業操業及
び水産資源の繁殖の障害となるため、掃海作業に取り組む。
②台風などの波浪により消波ブロックが破損し転石するため、その除去に取り組
む。

漁業者及び漁協は地域住民の協力を得ながら、年に２回程度の海岸清掃を行い漁
場環境の維持を図る。

漁協は、主な漁獲物であるタイの活魚出荷量を増加させ、漁業収入を向上を図る
ため、活魚槽の増設を行う。また、活魚槽の増設により増加するタイの活魚の販
路を確保するため、地区外の産地買受人の誘致を図る。

漁協及び漁業者は、旅行業者と連携し、観光地びき網を行い、観光客に地域資源
であるアジやタイなど鮮度の高い地元の魚を食べてもらうことで、体験料等の漁
業外収入が得られる取り組みを継続的に行う。

【建網漁業の振興】
安芸水産業改良普及協議会は、引き続き効果的な種苗放流に取り組み、漁業者の
漁業収入向上を図るとともに、漁業者とともに放流種苗の混獲調査を継続して行
う。

【漁業経営体の育成】
漁協は、新規漁業就業希望者を漁業研修生として積極的に受け入れ、担い手の育
成を推進し、将来的な水揚量の増大を図る。

漁業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者とし
て定着できるよう支援する。

これらの取組により、基準値より２％の収入向上を目指す。

地域産品としてのシラス消費拡大と需要増を図るため、漁協は地域関係者と連携
した取り組みを推進するとともに、生産量の安定・増加を図る。

・漁業女性部有志グループは、シラスを原材料とした佃煮の製造・販売及び市内
で開催されるイベントへの出展を行い、シラスの地産地消を図る。

・漁業者は、安芸青年会議所等が開催するシラス漁や加工場見学などのイベント
において、シラス漁の出漁や参加者を見学船へ乗船させ、シラス漁を見学しても
らうといった取り組みを実施し、安芸のシラスの認知度向上を図り地域の活性化
に繋げる。

・安芸ちりめん丼楽会の活動について前年度に検討された計画に基づき、漁協は
積極的に参画していく。また、関係者で翌年度以降の方針や計画を検討する。

生産においては、消費拡大の取り組みにより増加する需要量に対応し、漁業生産
と加工業者のキャパシティの差による需給バランスを調整するため、機船船びき
網漁業者で構成する安芸西部機船船びき網連合会が加工業者と連絡を取り操業時
間を短くするといった調整を行い、適正な漁業生産量と単価を維持できる効果的
な操業に取り組む。

【地域水産業の振興】

【一本釣り漁業の振興】
漁業者は、低・中層に生息する回遊性魚類の保護育成場としての蝟集基盤の確立
を図るため、中層式ビニール海藻魚礁を設置し、操業の円滑かつ効率化を図る。

漁協は、産地買受人の誘致を推進し、販路拡大を図る。

【地びき網漁業の振興】

漁業者及び漁協は、市内で開催されるイベントに出展し、地域水産物の地産地消
を図る。
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○

○

○

４年目（平成３０年度）

○

○

○

○

○

○

【一本釣り漁業の振興】
漁業者は、低・中層に生息する回遊性魚類の保護育成場としての蝟集基盤の確立
を図るため、中層式ビニール海藻魚礁を設置し、操業の円滑かつ効率化を図る。

地域産品としてのシラス消費拡大と需要増を図るため、漁協は地域関係者と連携
した取り組みを推進するとともに、生産量の安定・増加を図る。

・漁業女性部有志グループは、シラスを原材料とした佃煮の製造・販売及び市内
で開催されるイベントへの出展を行い、シラスの地産地消を図る。

・漁業者は、安芸青年会議所等が開催するシラス漁や加工場見学などのイベント
において、シラス漁の出漁や参加者を見学船へ乗船させ、シラス漁を見学しても
らうといった取り組みを実施し、安芸のシラスの認知度向上を図り地域の活性化
に繋げる。

・安芸ちりめん丼楽会の活動について昨年度に検討された計画に基づき、漁協は
積極的に参画していく。また、関係者で翌年度以降の方針や計画を検討する。

生産においては、消費拡大の取り組みにより増加する需要量に対応し、漁業生産
と加工業者のキャパシティの差による需給バランスを調整するため、機船船びき
網漁業者で構成する安芸西部機船船びき網連合会が加工業者と連絡を取り操業時
間を短くするといった調整を行い、適正な漁業生産量と単価を維持できる効果的
な操業に取り組む。

漁業コスト削減
のための取組

【燃油消費量の削減】
漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行を行うことなどにより燃費向
上による燃油消費量の削減に努める。

漁業者は、老朽化している船体及びエンジンの計画的な更新を図るため、漁協及
び行政関係者と協議を行い、更新に関する計画策定と活用できる支援策を引き続
き検討する。

【燃油費高騰時のリスク低減】
漁協は、漁業者の漁業経営セーフティネット構築事業への加入促進に努め、燃油
費高騰時のリスク低減を図る。

これらの取組により、基準値より１％の漁業コスト削減を目指す。

活用する支援措
置等

・漁業経営セーフティーネット構築事業
・水産多面的機能発揮対策事業
・海面環境保全推進事業
・種子島周辺漁業対策事業
・リマ区域周辺漁業用施設設置事業
・沿岸漁業者経営構造改善促進事業
・新規漁業就業者支援事業
・漁業生産基盤維持向上事業
・ヒラメ放流事業
・中層式ビニール海藻魚礁事業

漁業収入向上の
ための取組

【機船船びき網漁業とシラス産業の振興】

漁業者は行政と連携し、安全で効率的な操業が可能な漁場の確保を行う。
①大雨や台風により、河川から流木や葦類が沿岸漁場に流入堆積し、漁業操業及
び水産資源の繁殖の障害となるため、掃海作業に取り組む。
②台風などの波浪により消波ブロックが破損し転石するため、その除去に取り組
む。

漁業者及び漁協は地域住民の協力を得ながら、年に２回程度の海岸清掃を行い漁
場環境の維持を図る。

漁協は、産地買受人の誘致を推進し、販路拡大を図る。
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○
○

○

○

○

○

○

○

○

【建網漁業の振興】
安芸水産業改良普及協議会は、効果的な種苗放流に取り組み、漁業者の漁業収入
向上を図る。また、これまでに実施した混獲調査の結果を総括し、今後のより効
果的な放流手法の確立に向けて検討する。

漁業コスト削減
のための取組

【燃油消費量の削減】
漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行を行うことなどにより燃費向
上による燃油消費量の削減に努める。

漁業者は、老朽化している船体及びエンジンの計画的な更新を図るため、昨年度
までの漁協及び行政関係者との協議を踏まえ、検討した支援策を活用し計画に
沿った更新を行う。

【燃油費高騰時のリスク低減】
漁協は、漁業者の漁業経営セーフティネット構築事業への加入促進に努め、燃油
費高騰時のリスク低減を図る。

これらの取組により、基準値より２％の漁業コスト削減を目指す。

【地域水産業の振興】
漁業者及び漁協は、市内で開催されるイベントに出展し、地域水産物の地産地消
を図る。

【漁業経営体の育成】
漁協は、新規漁業就業希望者を漁業研修生として積極的に受け入れ、担い手の育
成を推進し、将来的な水揚量の増大を図る。

漁業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者とし
て定着できるよう支援する。

これらの取組により、基準値より３％の収入向上を目指す。

漁業収入向上の
ための取組

【地びき網漁業の振興】
漁協は、産地買受人の誘致を推進し、販路拡大を図る。
漁協及び漁業者は、旅行業者と連携し、観光地びき網を行い、観光客に地域資源
であるアジやタイなど鮮度の高い地元の魚を食べてもらうことで、体験料等の漁
業外収入が得られる取り組みを継続的に行う。

活用する支援措
置等

・漁業経営セーフティーネット構築事業
・水産多面的機能発揮対策事業
・海面環境保全推進事業
・種子島周辺漁業対策事業
・リマ区域周辺漁業用施設設置事業
・沿岸漁業者経営構造改善促進事業
・新規漁業就業者支援事業
・漁業生産基盤維持向上事業
・ヒラメ放流事業
・中層式ビニール海藻魚礁事業
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５年目（平成３１年度）

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

　取組の最終年度であり、前年度に引き続き行うが、目標達成が確実なものとなるよう、プランの取
り組み状況を確認しつつ、必要に応じて施策の見直しを行う。

漁業収入向上の
ための取組

【機船船びき網漁業とシラス産業の振興】

漁業者は行政と連携し、安全で効率的な操業が可能な漁場の確保を行う。
①大雨や台風により、河川から流木や葦類が沿岸漁場に流入堆積し、漁業操業及
び水産資源の繁殖の障害となるため、掃海作業に取り組む。
②台風などの波浪により消波ブロックが破損し転石するため、その除去に取り組
む。

漁業者及び漁協は地域住民の協力を得ながら、年に２回程度の海岸清掃を行い漁
場環境の維持を図る。

【一本釣り漁業の振興】
漁業者は、低・中層に生息する回遊性魚類の保護育成場としての蝟集基盤の確立
を図るため、中層式ビニール海藻魚礁を設置し、操業の円滑かつ効率化を図る。

漁協は、産地買受人の誘致を推進し、販路拡大を図る。

【地びき網漁業の振興】
漁協は、産地買受人の誘致を推進し、販路拡大を図る。
漁協及び漁業者は、旅行業者と連携し、観光地びき網を行い、観光客に地域資源
であるアジやタイなど鮮度の高い地元の魚を食べてもらうことで、体験料等の漁
業外収入が得られる取り組みを継続的に行う。

【建網漁業の振興】
前年度の協議結果に基づき、安芸水産業改良普及協議会は、効果的な種苗放流に
取り組み、漁業者の漁業収入向上を図る。

地域産品としてのシラス消費拡大と需要増を図るため、漁協は地域関係者と連携
した取り組みを推進するとともに、生産量の安定・増加を図る。

・安芸ちりめん丼楽会の活動について昨年度に検討された計画に基づき、漁協は
積極的に参画していく。

・漁業女性部有志グループは、シラスを原材料とした佃煮の製造・販売及び市内
で開催されるイベントへの出展を行い、シラスの地産地消を図る。

・漁業者は、安芸青年会議所等が開催するシラス漁や加工場見学などのイベント
において、シラス漁の出漁や参加者を見学船へ乗船させ、シラス漁を見学しても
らうといった取り組みを実施し、安芸のシラスの認知度向上を図り地域の活性化
に繋げる。

生産においては、消費拡大の取り組みにより増加する需要量に対応し、漁業生産
と加工業者のキャパシティの差による需給バランスを調整するため、機船船びき
網漁業者で構成する安芸西部機船船びき網連合会が加工業者と連絡を取り操業時
間を短くするといった調整を行い、適正な漁業生産量と単価を維持できる効果的
な操業に取り組む。

【地域水産業の振興】
漁業者及び漁協は、市内で開催されるイベントに出展し、地域水産物の地産地消
を図る。

【漁業経営体の育成】
漁協は、新規漁業就業希望者を漁業研修生として積極的に受け入れ、担い手の育
成を推進し、将来的な水揚量の増大を図る。

漁業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者とし
て定着できるよう支援する。

これらの取組により、基準値より４％の収入向上を目指す。
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◆
○

○

◆
○

※「活用する支援措置等」欄に記載するのは国の支援措置に限らない。

４　目標
（１）数値目標

（２）上記の算出方法及びその妥当性

※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し，必要があれば資料を添付すること。

漁業コスト削減
のための取組

燃油消費量の削減
漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行を行うことなどにより燃費向
上による燃油消費量の削減に努める。

漁業者は、老朽化している船体及びエンジンの計画的な更新を図るため、昨年度
までの漁協及び行政関係者との協議を踏まえ、検討した支援策を活用し計画に
沿った更新を行う。

燃油費高騰時のリスク低減
漁協は、漁業者の漁業経営セーフティネット構築事業への加入促進に努め、燃油
費高騰時のリスク低減を図る。

これらの取組により、基準値より２％の漁業コスト削減を目指す。

活用する支援措
置等

・漁業経営セーフティーネット構築事業
・水産多面的機能発揮対策事業
・海面環境保全推進事業
・種子島周辺漁業対策事業
・リマ区域周辺漁業用施設設置事業
・沿岸漁業者経営構造改善促進事業
・新規漁業就業者支援事業
・漁業生産基盤維持向上事業
・ヒラメ放流事業
・中層式ビニール海藻魚礁事業

（４）関係機関との連携

漁業所得の向上 　％以上
基準年 平成　年 ： 漁業所得 　　　 千円

目標年 平成　年 ： 漁業所得　　　　 千円
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５　関連施策

※本欄の記載により，関連施策の実施を確約するものではない。

   活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性
事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

漁業経営セーフティーネット構築事業 燃油高騰に備え、漁業経営の安定化を図る。
【国】

水産多面的機能発揮対策事業 水産業・漁村の多面的機能を発揮するための活動支援（資
源管理、魚食普及による漁業収入向上）【国】

種子島周辺漁業対策事業 種子島周辺漁業に及ぼす影響に対処するため、漁業活動の
維持、向上等に必要なソフト事業、ハード事業を支援す
る。

【国】

省燃油活動推進事業 グループによる船底清掃等を定期的に実施し、燃費向上に
努める。【国】

省エネ機器等導入推進事業 漁船の機関換装を実施し、燃油削減を図る。
【国】

中層式ビニール海藻魚礁事業 低・中層魚の保護育成場としての蝟集基盤の確立を図り、
回遊性魚族の蝟集、操業の円滑かつ効率化を図る。【市】

※具体的な事業名が記載できない場合は，「事業名」は「未定」とし，「事業内容及び浜の活力再生プラ
ンとの関係性」のみ記載する。

沿岸漁業者経営構造改善促進事業 漁業経営の構造改善を図るため、省燃油性能に優れたエン
ジンを支援する。【県】

ヒラメ放流事業 種苗放流を実施して、資源の増殖に努める。
【市】

海面環境保全推進事業 海底掃海を実施することにより、漁場の保護に努める。
【県】

漁業生産基盤維持向上事業 漁業活動の維持、向上等に必要なソフト事業、ハード事業
及び減災対策事業を支援することによって、漁業の振興を
図る。

【県】

リマ区域周辺漁業用施設設置事業 リマ区域周辺漁業に及ぼす影響に対処するため、漁業活動
の維持、向上等に必要なソフト事業、ハード事業を支援す
る。

【国】

新規漁業就業者支援事業 意欲ある若者の漁業就業を支援し、後継者対策及び浜の活
性化を促す。【県】
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